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糎波 lこ於げる太陽雑音

一受信方式に つ いてー

田 中 春 雄、村瀬素，也、市中藤英彦
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地磁気嵐及びデりンジャー現象は商用短波遁信に対する重大な妨害源であり 、 E此の l，l~者は太

陽商上の爆発現象と蒋接に関係してゐる。併し太陽商を光学的に観測する方法は晴雨に支配され

て信頼性が海い錦、戟后海外に於て太陽から発射される竜波によって之を観測する方法が始めら

れた。我閣に於ても東京天文台に於て 200MU市の太陽雑音の観測k続けつ Lある外、電波臆、

大阪市立大学等でも色々友計画がある模様である。併し太陽雑音は各波長帯に亘って額著にそむ

性質を異にするから、之を究明する鵠には康範囲な観測が必要である。

当研究所に於ては、 糎波 (8cm)に於ける太陽雑音の受信を計画し、先づ昭和24年度の卒業研

究の題目として之が準備に若手したコその結果文献調査及びそれに基く受信方式の検討を時#完

了し、日下受信機各部の設計製作に努力しつ Lあり、今年度末頃一路完成の予定マあるe

2 太陽雑音の強度

第 1図に示す様に、アンテナから見て Aωと云ふ微少立休角内に太陽がある場 第 1図

合を考へる、無指向性アンテナで受信した場合の有能電力Cavni1a'dc1'()¥¥"CI') P" 

~二重c式で表はせば

]>a=F.XIζ γ。B (waもり

k = Bol~man 恒数==1.37 X 10-2 3 jonlcjO K 

'To =300 OK 

B=帯域rjJ(，. yl'icisc，.) 

無指向性アンテナを基準とした利得。 UP波長ダブレツ トアンテナを基準とした利得。 1.64倍〉

(1) 

のアンアナで受信した場合の有能電力九'は (2)式で興へられる。
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日.N， f4:N'は一般に夫々外来雑音指数 (cxtcrnnlnoi~c fignrc)等it'i外来雑音指数 (cffcf"tivcCx-

tOrt1nl nOlso fjdnro)と呼ばれるものである。

ヨえに Pa'=k 九 B (3) 

マ表はした場合t亡、rraをア ンテナの等慣温暖と呼び、 (4)式により表はすととが出来る。

T‘=GTs今竺:::5似 10-6G九
47t 

'l's =太陽温度 (Ok)

(4) 

ムω~ 6.8 X 10-5 stor品(lian
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叉受信点に於ける単位帯域rt当り の poyntingl'OWCl'を J'pとすれば、

13a=15PpBMb) 

入=波長(Ill)

(5) 

Pp =l'oynting VOWOI' (lV ~ttjJlt2 ，・h)

(5)式及び(1)式より

王2]) 
~~N==~Rーご1.92X 1019 ;¥，2 l' n 477' k'l'o -_.__.. -- .， ~ " 

(6) 

実際の受信機入力を表はすには日N"或はむがfll!利であ り、雑号電波の強度を表現するには、ア

ンテナに無関係な!とY が最・も誼してゐる。他の;日量で衣はされたものとの聞の 挟:n式をまとめ

ると吹の践になる。

I';N' 中一
日N::::一一一 =←一三一=1.8x10-8 '1¥ ¥..i 3∞G _._.. -- . ~ 

(7) 

• 
=1.92x101S入，2(，'m) l'p (¥¥'attjm2 ，・/。

現。?に於ける件現i!Uj者の得た結果の中、最低雑音レベル('1uictSlln)と党しきものを (7)式に

より整理すると第 2図の様になる。
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話 1， Ryle等のものは、2点共 1.8x10":附iliとしてゐるものを‘其後
の報告げ，で両 ~'i，の温度の比が約 1:2 であることをヨ去ってゐる所
から此の様に分けた。

註 2， Sholkin等のものは、10>>そのパラボラを用ひてゐる所から Gai"
を理論値の 6010即ち 2，2x10'として がotした。

3 糎波併に除ける~腸維脅受 f， iの特色

各波長帯に於て太陽雑音の性質が顕著に異ることは前にもた~べたが、糎波併に於て太陽雑音を

受f.iする場合の特色として次の様瓦点が挙げられる。

a).波長が制い程光学的観iJ1I1結果との対態性がよいとされてゐる。
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1，). i&:lえが魁い程人工雑音等の妨害そ受けるととが少く、又指向性を説くすることが出来るか

.ら 、観測結果の信頼性が高い。

<').第2図より明かとる如く、信号雑音が弱く、更に受信機の雑音指数が太きいi元受包が国鋒

である。

<1).糎波帯10:於ける標準磯子?として使用 しうる可能性がある。

c).糎波併に於ける観iJ(lJ緒足は少く、特に我園では殆んど未開拓である。

交じ機出力YC於け るu号対雑音比4 

在来の受{日機に於てアンテナをヲミ/"if10:向けたと きと太陽に向けたと さとの雑音出})，を第3図の

第 3関

施
、
苦
手
刃

如く表はせば

Sー ム 百~' ~ム官:-J'_ 1ムTa

N 1;:"{'sky+.NF-1 - .Nl!' NF"・0
(8) 

雨:、=受信機全体の雑音指数 (noiメC figlll'C') 但し

“ 
ム'I'a='Paー'I'asky 

'T a sky:::10。
16エレメ γ トのビームアンテナを用ひれば

(Xortol1 

ム 1'~~'= I~~~f- t~N'sky， 

ト，~X'Sky::::::0.033， 

例へば

200Mじでは第2図より l川 'minご 0.3であるからG :::25となり、

になる。
I S、 0.3

~ 1':::10として(百:-)min :::ごττ= 3 ~"， 

波長8川nで直径2.511.1の拠物商 ア ンテナを用ひると す礼ば、能傘50~6~e(; ごと2 X 103 )と叉例へば

なり、従ってXF::::::50とすれば、第2図上 りト，}X'minご 2であるか ら、〈円/X)min:::::: 4 'l6になる。

;(f.来の受信方式による可能性

上主!l;の如く、波長8，・ 111に於ては直径2.5mの地物面アンテナ及び~' F:::50の交日肢を以てして も

天益に向けたときと太陽に向けたときの受信機出力苦.は僅か4~610:過ぎ歩、 交信機の屯i原電圧、、

温度及び機減的部分の安定度を考f震に入れると、 Jltの差は受信機自身の雑育変動に IJ1a、kされて

b 

iJ(lJ定は先づ不可能に近い ものと思はれる。

がi2∞i¥fC帯に於ては hnr;北及びりnthl1l，，<tが未だ顕著にi見はれるが、糎波傍'0はその回数も少く

強度もI白i々 数併にしかならないことが時々明かになってゐる。

主務波管変調法

以上述ぺた慌たE瑳由で、太陽雑音u(lJ定に関し我々の検ぺた範閉では、糎波以下YC於ては何れも

表題の綾な特殊な方法で受信してゐて、之を用ひなければー感受信するととすら不可能に近いζ

とがわかった。此の立法は Di，' kc仰に上 り 発案された もの Cあるが、その俊民~~旨『肢 íi7 して紹介

6 

する。

4 的に於てはX空の雑音を椋~i終と考へたが、今度は抵抗体の熱雑音を標準にする。 此の憾準tffi

音と信号雑音とを相当早い速度で切換へて上ヒ絞し、 その差l乙比例した出力を取出さうと云ふのが
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此の方式の恨本原理である。

即ち第 4図 (a)の椋な切快

を行ふと、受信機の i-f雑音

出力は同図 (1.)の践になり

その切挨周期を起り得ぺき受

信柱建雑音変動の周期]に比し小

さくすれば、それ噌;の変動を

さけるととが出来るから微弱

第 4図

三 ふ百

二回
((0 

な(，;号迄読み取るととが出来る。

第4図u(乙於て

6~_ P.N'- 1_ 1_6'I'a 
N NF NF"・O

N=XFG:r 1;:'1'0 B 

ととt乙

支F=受信慢の雑音指数

(;r =受信機 i-f出jJ迄の有能利得 (avai1ahlcgain) 

'J'o -=抵抗体の温暖 (3∞。kとする〉

lζ'1'0 ~ 4x 10-21 jonlc 

ム1・a='l'a -'j・0
B=受信機の空白;恨幣域巾 ((.yelc/5c(，)

従って

6X= (正支i-1) Gr k'l'o B=ム'J'aGr kB 

i.-f:!l " 

t.聞邑
(b) 

(10) 

(11) 

(11)式より明かなる如く、 ムNの変動はGr の変動に比例するに止り、叉 ムxは受信機の帝f~音指数

に無関係である。

J)j(. kcにより示された実際の銭置の系統図を第5図IZ:示す。

第 5図

(Iene t""aLcr(3o "') 

円。tor

(11)式によれば、Gr，Bを大にするか、或はi-f以後の低周波θ利得や大にすれば、ム九の憶は原

理上いくらでもノl、に/{¥来るわけであるが、此の場合にも雑音の点から次の様な制約を受ける。

-、. 
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第5図に於ける各却の出カは第6図に示す様な電力分布そしてゐて、低峻j虚波器の時定数をあ

まり大きくすると短時間の変化が検出出来ない所から出力計には或低周波の雑音出力が入り、指

針をふらつかせる原因になる。従って或程度以下の信号は検出出来ない。

第 6図
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第 7 図

~仙工プ
T7 

{ωRl = 4L/C 

円ド工ナ士ご，
T~ T": 

(b> ~C = R'C' 
R<< R' 

今出力計l乞入る信号電力と雑音電力との比が1迄倹出可能と仮定すれば、次の様な関係式が導

カミjもる。

(Jra}m2 方 NJ<' {(fア11<'(ω)14dωJ(fア18(ω)(2ω〕jag h
~} mJn =一万一一一一一一一一一一-一一一ー一 一一 (自采検波)) 

白 符(0) 100 

I F(ω) (2 (l(() ・ ， (12) 

¥ (Oi，-kc) 
(坐三) dF  ) ) ・ 一一一一一 グ (直綿険波)} '1'0 I mln - --4-- '*"""'"..........，..."".....J p 

ζとに、 1，'(ω)= i-fの周波数特性

只(印)=低域協波器の周波数特性

F((!))~短形i伏と仮定し、又低域櫨波器の特性を第 7 図 (a) の棋な内 iti ' al 匂 川l.i九百のLU

櫨波i:So或は同図 (h)の棋な二段HC櫨波器のものと仮定すれば

sω=百たT

従って、

2L 
， T=プ百一，或は C'R' 

fア伊((!))d砂=号.s (け)=1 

であるから

lua)-df Jだ ゾ27CB _!!_ NL" 】
τr;;一1mm=-2--..; T;万五j3=4、12.v TB (自乗除波)) 

7c NF ¥ 

=Eマ2 .，，/τ吉 (直綿検波) J 

(13) 
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(13)式より同じ時史欽の櫨i皮誌を月1rJ..ても、 支Fの11、さい程叉僻域巾の炭い程感度をよくする

ととカ~'C きる。

次t<:記録計の入ブJkRとし

f'=God.X 
(14) 

とすれば (11)式より、

R=_¥'I'a Gr (70 k n (15) 

記録計より袈求される最小出力を Sminとすれば、上式のム九 の値を (13)式<vd.'I・aminfl:.対隠

させる様に利得ぞ調整デべきであり、それ以上の利得にしても指針の変動も共に大きくなるから

あまり意味がない。此のときの利得は (13)、 (15)式より次の如く表はすととが出来る。

(;r (;n =三minピ互主
ー K 1;:'1'0 XF 

7 

K = 
π 

8，v2 

π 
K 一一一-- 4，v'2 

(直線検波〉

(自采惨波)

受信機の帯域r1(&ぴ利得

(16) 

(13)式より受信機の帯域r!Jは庚v、程感度をよくなし得るわけであるが、之にも 自らilill限がある。

I-tの利得が 1∞(1]1以上要求されると<1ol1lo1csl1l'Cl'hctc('()(l ync方式にするのが安全であり、史t乙

JO、

第 8図

，f{.Aョ

安治忌

し一一一」

I~gr係機感4

.!122M( 
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利得と nOI"cfigmoの点から lsもI-fを 30."[c;程度にすると、 2ndi-fは当然1O.'fc;附近になる

から僻域巾は 1.:11c;程度に制限される。。干し僻域rllUrc;， r=l秒 とし直綿倹波を行へば 、KF

=100としても ム'I'amin :::= 8. 40 とな り、太陽雑音受信には概ね満足すぺき他となる。

此のとき必要な利得は、(16)式に於て Rmin竺 10-1ワット とすれば Gr00竺 150<11.であるo

n。を 30tH，程受tとすれば Clrは約120d!.とな るので、検?皮総の1'-均雑音入力が 0.1ワット程度

にな り、直線検波の点から都合がよい。 i-fの利得は高周波部の減衰を見越して:最低 130品 を必

要 とする。

8 設計 の 櫛袈

金団E各の系統図会第 8図に示す。

9 結 -Z 

'" 

今回は受信方式に主flt!を置き細かい個々の問題には触れないこ とにした。 之は今后仕事:の進展

につれて徐 々に仰報告致し度いと思ってゐる。特に高周波部は屋外で而 も娼轄 を件はなければな

らない岱相当苛酷な傑i牛にi曝されるの刀測定器として安定{1こ動作せしめる迄には可なりの困難が

予想される。 手=ひ各方面ο例!援助をW.て出来る限り早く信頼出来る観iJII]lq多れる様になる ことを

期待してゐる。(昭和25年 5月31日)
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